
国際ロータリー会長 シェカール・メータ
ガ バ  ナ  ー　   梶 原　 等
ガ バ ナ ー 補 佐　

会　  　　  長 岡　　野　　祐　
会長エレクト 武　田　富士子
副　  会　  長　遠　田　祐　治

幹　　　事　佐々木　昭　博
編　　　集　原　田　健　夫

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-27-0622

2021～2022年度

国際ロータリー第2790地区

君津ロータリークラブ週報

鈴木　 荘一

令和4年2月  第3例会   曇

開 始 点 鐘
Ｒ ソ ン グ
四つのテスト

岡野　　祐会長
それでこそロータリー
平野　寛明会員

例会数 会員数 対象者 出席率出席 欠席

前々回の修正 メークアップ　1名

％

％

【 出 席 報 告 】　免除者0名　休会0名

2169 

2168 

60

60

60

60

48

46

12

20

80.00

76.60

81.67 ％

（敬称略）

Vol.21 Ｎｏ.2169　　2022.2.21

会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　2月は平和構築と紛争予防月間です。ロータリー
では異文化交流を通じて相互理解の心を得て、紛争
解決のスキルを備えた人材の育成を通じて平和な世
界づくりを促進しています。奉仕プロジェクトや平
和フェローシップなど様々な形で平和を促進する環
境を創り出す活動が行われています。
　どういう事かと言うと、2002年にロータリーは
世界の著名大学と提携し、ロータリー平和センター
を設置しました。当初、国際関係・持続的な開発・
平和研究・紛争解決の分野で修士号を目指すプログ
ラムとしてスタートしました。ロータリー平和フェ
ローシップとは国際ロータリーの最も新しい奨学金
プログラムで、国際ロータリーが世界平和の実現と
紛争解決に寄与できる人材育成を行う事を目的とし
ています。
　ちなみにどこの大学に設置しているかと言う
と、①米国 デューク大学②英国 ブラッドフォード
大学③オーストラリア クイーンズランド大学④ス
ウェーデン ウプサラ大学⑤タイ チュラロンコーン
大学⑥ウガンダ マケレレ大学⑦日本 国際基督教大
学　インターナショナルクリスチャンユニバーシ
ティー(ICU)⑧米国 ノースカロライナ大学 チャペ
ル校 の8大学です。現在1500人以上のフェローを輩
出し、115ヶ国以上の国で政府・教育研究機関・国

連・世界銀行といった国際機関でリーダーシップを
発揮しています。このようにロータリーは世界平和
の為に様々な活動をしています。私達も争いのない
世界を目指し、ロータリー活動を頑張っていきたい
と思います。

会　長　報　告

１．R会長杯ワールドゴルフ大会が開催され当クラ   
　　ブからも私(岡野会長)と佐々木昭博幹事、大住
　　昌弘会員、秋元ゆかり会員の4名で参加しまし
　　た。
　　このイベントは、ゴルフゲームを通じて「寄付
　　の精神」で世界を一つにし、世界中で仮想分散
　　形式で行われ、プレーヤーは共通の週に各自　
　　の都合の良いゴルフコースでプレーします。　
　　「End Polio Now」をテーマにポリオ撲滅の為
　　の寄付金としてプレイヤーは個々にロータリー
　　財団に50ドル以上を寄付します。
　　当クラブは、2月17日(木)に新君津ベルグリー
　　ンカントリークラブにてプレー参加してきまし
　　た。お疲れ様でした。

２．2月5日(土)のRLI研究会に出席された大森俊介
　　会員、谷浩司会員へPart1修了証書が届いて　
　　いますのでお渡し致します。



幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１． 会員卓話資料

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜袖ケ浦RC＞
　日時：2月21日(月)　休会
　理由：定款第7条第1節d項(4)に基づく
　日時：2月28日(月)　休会
　理由：定款第7条第1節d項(4)に基づく

２．次週28日(月)の例会は、年間予定ですと50周年記
　念式典の振替休となっておりましたが、式典が延期
　になりましたので予定通り開催致します。宜しくお
　願いします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．創立50周年記念式典の出欠の案内　　
４．2020-2021年度ロータリー手帳の予約　　
５．RLI(partⅡ)の出欠の案内

公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友紹介」

小幡　倖会員

　横組み5P、シェカール・メー
タRI会長のメッセージは、自国
の糖尿病罹患者の現実を検査を
通して把握できたとの報告があ
ります。また、2月23日のロータ
リー創立記念日に向けた人生を
豊かにするための奉仕の仲間を
増やしましょうとの投げかけが
ありました。
　7Pには、「平和構築と紛争予防月間」に因んで、青
少年交換は未来平和へのギフトの表題で市原RCの津
留起夫さんが、青少年交換のスタートについての寄稿
があります。その中で、6名の交換学生体験者の体験談
が掲載されています。
　14P～17Pには、ロータリー研究会レポートが各セッ
ションごとに報告されています。最後のRIウェイファー
副会長のメッセージの中に、示唆に富んだ部分が多く
ありますのでお目通しをお願いします。
①新会員の勧誘だけでなく、現会員についてもよく知
り、対話をし、互いに尊敬の念を持った環境をつくる

ことも大切です。
②タスクフォース委員会の調査から5項目の問題点が抽
出されたとのことです。Diversity(多様性)、Equity(公
平性)、Inclusion(包括性)最後に、多様性は真実であ
る。公平さは選択である。インクル―ジョンは行動であ
る。これらの成果が帰属意識である。
と締めくくられています。
　29Pには、ロータリアンの利益と題した寒河江RC 鈴
木パストガバナーによる、ロータリーの本質にかかるコ
ラムが掲載されています。
　35Pには、「パートナーシップの力」と題してロータ
リー財団委員長からのメッセージがあります。
　縦組みについては、各号パターンですのでお目通し
をお願いします。

会員卓話
「千葉県の経済動向」

藤代　公成会員

　こんにちは。千葉銀行の藤代
です。本日は卓話の機会を頂き
ましたので、たまにはまじめに
銀行員らしく、経済の話をした
いと思います。
　千葉県経済動向について話を
したいと思いますが、ちばぎん
総合研究所の2021年9月～12 月
のオミクロン株の感染拡大前の
経済動向資料に基づいて話をしますので、実際の足許
業績と若干相違していることはお許しください。お手
元に配らせて頂いた紙に書いた順で、業種別に話をし
たいと思います。
　まず最初は住宅・建設です。
　9月～11月の県内新設住宅着工件数は11,622戸と前
年同月比+2.0%と増加しました。コロナ禍を経た住環
境の意識の高まりから千葉県は都内への交通利便性の
高いエリアを中心に戸建・マンションともに好調な販
売が続き、今後も低金利下でのテレワークの定着を背
景に、千葉県の物件の人気はしばらく続くと予測でき
ます。東京圏の中でも特に千葉県人気は高く、近東地
域だけではなく、内房工リアもアクアラインを使って通
勤できる事により、人気が高まっています。不動産経
済研究所によると、今年の千葉県の新築マンションの
販売は前年比+18.4%と予測されています。住宅は順調
に推移していますが、住宅以外の建築はどうかという
と、県内の公共工事においては、11月までの工事請負
累計額は前年比▲9.2%と減少しています。ただ一方で
成田国際空港は年間発着容量を30万回から50万回へ
拡大する機能強化計画の概要を公表してます。今年の



秋頃に延伸するB滑走路の準備工事がスタートし、新
設するC滑走路は来年着工する予定です。成田は今と
てもあついです。
　次は消費関連です。
　県内の消費関連全体では緊急事態宣言の解除を境
に持ち直しに転じました。人流が活発化し対面サービ
ス業を中心に年末にかけて回復が進みました。観光
は、観光施設への客数は9月は前年比▲15.5%であり
ましたが、10月+10.2%・11月+1.5%と前年比プラスと
なりました。宿泊施設は10月前年比▲ 18.8%・11月▲
14.5%・12月▲8.4%と前年のGO TOトラベルの反動減
で前年比マイナスが続いていますが、マイナス輻は縮
小しています。客数の回復は、東京ディズニーリゾー
トの営業の正常化に伴って入園者数が回復した事が大
きな要因です。幕張メッセ周辺や県南の観光地の宿泊
施設でも、年末年始の宿泊は満室に近い所も見られま
した。年末年始の人の流れはJR千葉支社管内の特急
列車の利用者数が前年比+80%、アクアラインの自動車
交通量が前年比+12.3%と増加しました。外食産業では
10月25日の営業時間や酒類提供などの規制解除を受
けて客足の戻りが明確となり、とりわけ、自粛の影響
が大きかった居酒屋業態の持ち直しが目立ちました。
忘年 ・新年会などの大人数の会食は避け、家族連れ
やグループ客に戻りがみられました。百貨店では、10
月の売上は前年比マイナスでしたが、11月は+3.8%、12
月は+6.5%と回復。緊急事態宣言解除後、主力のシニ
ア層の客足が回復した事が大きな要因でした。自動車
販売は半導体不足や海外工場の稼働停止を背景に納
車が遅延しており、10月は前年比▲30.1%、11月は▲
13.9%、12月は▲14.8%と前年比割れが続いています。
　次は生コン・建材です。
　10月～12月の千葉県の生コンの出荷量は、前年比
+0.3%の増加。堅調な物流倉庫需要などを背景に高水
準の出荷が続いています。価格も各地区での値上げの
動きが反映され、実勢価格が軒並み上昇。1月以降も上
昇が続いています。建材でも、世界的な需要回復など
を背景に幅広い製品で価格の上昇が続いており、生コ
ン・セメント以外にも、マンションの鉄筋に使う棒鋼で
価格改定が相次いだほか、住宅の内壁や天井に使う石
こうボードでも8年ぶりに値上けが打ち出されました。
建設費用増加による、着工計画の変更などが多く出て
いるほど建材の値上がりが大きい状態です。
　日本製鉄の関連の方々が多くいる前で、釈迦に説法
になりますが、次は鉄鋼です。
　国内の粗鋼生産量は9月が前年比+25.6%・10月が前
年比+14.2%・11月が+10.8%と前年比で大きく増加。
9ヶ月連続で前年越えとなりました。半導体不足など
による自動車の生産計画未達の影響などから、年末に
かけて伸び率は鈍化しています。2021年度の通期では
+17.3%でありましたが、コロナ前の2019年の水準には

届いていない状態です。2022年の1月～3月期の生産量
は前年比+1.9%の増加を見込んでおり、引き続き前年
比プラスを継続していく見込みです。価格面は自動車
減産などによる一時的な需給の引緩みから、これまで
の騰勢は弱まったものの、原料炭価格が高値を更新す
るなど原材料価格の高止まりが続いている事から高炉
メーカーは値上げ姿勢を続けています。しばらくは高
値基調が続くとの見方が多いです。
　次は原油・石油化学です。
　原油価格は、2月14日に1バレル95ドルまで上昇し7
年5ヶ月ぶりの高値を付けました。政府は燃料価格の
高騰による経済活動への影響を配慮して、ガソリンの
元売り会社などに補助金を支給し、価格上昇を抑える
措置をとっています。石油化学が堅調に推移した理由
は、自動車向けの減少を食品容器向けの商品で補った
為です。出光興産は市原市にある千葉事業所におい
て、次世代電池として有望な全固定リチウムイオン電
池向けの生産設備を稼働させました。EV普及に向けて
実用化が期待されています。同社は早期の事業化を目
指し、量産プロセスの実証を進めるとしています。
　次は機械・電気です。
　10月の電子部品出荷額は前年同月比+9.1%増と14ヶ
月連続で前年比プラス。 自動車やスマフォ向けなど
で、需要家が在庫を確保する動きが出た為です。建設
機械では、11月の出荷は前年比+28.1%と増加。13ヶ月
連続で増加しました。コロナ禍で世界的に高まる住宅
などのニーズを背景に海外向けが13ヶ月連続で増加し
たことが要因です。一方で価格は、半導体不足・エネ
ルギー価格の上昇がコストアップ要因となっており、
価格転換を急いでいる状態です。県内メーカーでは、
新製品の開発量産が相次いでいます。双葉電子工業
(株)は輝度を従来の1.5倍とした高コントラストで表示
が見やすい小型ディスプレイ商品を開発しました。(株)
精工技研は医療用の樹脂製のデバイス製造ラインを確
立し、量産を開始。従来のガラス製に比べ大量生産が
可能となりました。
　次は食料品です。
　外食産業の売上高は、緊急事態宣言解除後の居酒
屋では回復が見られマイナス幅は縮小していますが、
前年比割れが続いています。スーパーでは11月の売上
高は前年比+2.8%増と前年比プラスが続いています。
一方、原材料価格や物流費の高騰からメカによる値
上げの動きから、価格改定が相次いでいます。当行の
子会社である地域商社「ちばぎん商店」で新商品や新
サービスを開発する県内の事業者と購入者をサイトで
繋ぐ事で千葉県産の販路拡大を支援していますので、
ご希望の方はお声掛けください。
　次は不動産です。
　国土交通省による7月～10月の地価レポートでは、東
京圏はマンション販売の好調などから地価の緩やかな



上昇基調が続いていますが、千葉県においても、新浦
安・船橋駅周辺が6期ぶりに上昇に転じたなど、都内勤
務者からの人気が高いエリアは上昇に転じています。
近隣工リアにおいても、袖ヶ浦・木更津地区の一部で
も価格が上昇しています。
　次は雇用です。
　緊急事態宣言解除後に対面サービス業の求人数の
改善が図れました。1月14日に千葉労働局が公表した
大卒者で75.7%、前年比+3.1%、高卒者で77.4%、前年
比+5.1%と前年より上昇しています。
　次は農業です。
　コロナ禍の2020年の千葉県の農業算出額は巣籠需
要で野菜が+5.8%と増加しましたが、外食需要の減少
の影響で米▲7.0%、畜産は▲4.3%と減少し、全体では
▲0.2%の減少でした。昨年9月～11月の千葉県野菜の
東京中央卸売市場への出荷量は前年比+4.3%と増加。
天候に恵まれた日が多く、多くの品目で出荷が進み、
全体として安値が続いた事も出荷額増加の後押しとな
りました。1月20日に成田空港隣接地に新たな公設地方
卸売市場である成田市場が移転開業。農水産物の輸出
に必要な検疫、通関などの手続きをワンストップで完
結できる全国初の市場で、輸出拡大の後押しとなる事
が期待されています。
　最後に漁業です。
　銚子漁港の昨年の水揚量は前年比+3.1%と増加し、2
位の釧路漁港に大差をつけて11年連続で日本一となり
ました。漁獲量の9割を占める主力のイワシとサバが好
調であったことが要因です。ただ10～12月の水揚量は
前年比で▲18.1%と大きく減少、不漁が続くサンマの同
期間中の水揚けは前年比で▲96.3%と過去最低の水揚
量ではあったことが減少要因です。
　千葉県の業種別経済概況は以上です。本日の内容は
10月～12月の概況なので前年比で好転している内容が
ほとんどでありましたが、2月に入りオミクロン株の拡
大に伴う影響がかなり出ているとも聞いております。
ただ言える事は千葉県のポテンシャルは高いという事
です。コロナ収束後は、間違いなく千葉県の経済は発
展します。銀行マンとして地域経済発展の為に私に出
来る事は、精一杯頑張っていきたいと思っていますの
で、ご要望がありましたら、気兼ねなくご相談くださ
い。
　あと企業のDXとSDGsの推進がとても活発化してい
ます。当行本部に専門部署を設けてありますので、DX
やSDGsを取り入れたい方は、こちらもご相談頂ければ
と思いますのでよろしくお願いします。
　整いませんが、私の卓話は以上になります。ありが
とうございました。

ニコニコＢＯＸ

岡野　　祐 先週国際ロータリー主催のゴルフ大
会に参加しました。コロナが収束し
たら、クラブでもゴルフ大会を開催
出来たらと思います。

佐々木昭博 コロナ陽性の方が知人にも結構増え
て来ました。自分も気を付けたいと
思います。藤代さん、卓話ありがと
うございました。

大住　昌弘 2790地区スリランカクラブ主催
で、スリランカの現地の高校生に対
してWEBによる日本語学校が昨年
10月より始まり、昨日で4回を数え
ました。これまでは日本の年中行事
や日本料理、祭りなどの文化、風俗
が中心でしたが、昨日は整理整頓な
どの「5S」やごみ問題など、新た
な大学入試試験を予想したテーマで
の講義となりました。4月以降は年
間のカリキュラムを整備し、月一回
の授業を継続する予定です。講師不
足ですので、皆様もぜひご協力くだ
さい。

谷　　浩司 寒さも今週で終わり、来週から暖か
くなるそうでほっとします。そのま
まコロナも終息して欲しいです。藤
代会員、本日の卓話ありがとうござ
いました。

秋元　政寛 北京オリンピックが終わり、今日か
らカーリングが見られないかと思う
と寂しい気持ちでいっぱいです。笑
顔ってやっぱりいいですね。

鈴木　荘一 昨日山武市に行き、大住さんのスリ
ランカの学生向けの日本教養講座の
準備の様子を拝見しました。ぜひご
興味があれば皆様もご拝聴してみて
ください。

山内　雅夫 北京冬季オリンピックが閉幕しまし
た。たくさんの「華」、「技」そし
て「速さ」に魅了された2週間でし
た。コロナ感染はまだ続いています
が、コロナとの共存を模索し、経済
活動、ロータリー活動に取り組んで
いきましょう。

大森　俊介 藤代さん、本日は卓話ありがとうご
ざいました。

日野　千博 藤代会員、本日は貴重な卓話どうも
ありがとうございました。

藤代　公成 カーリングのロコソラーレを見てい



て、笑顔の大切さを感じました。辛
い時ほど笑顔でいようと思います。

外山さくら 皆様いつもお世話になりありがとう
ございます。

小幡　　倖 カーリング女子の皆さんに力を頂き
ました。笑顔で生活出来る様に努力
です。昨日、4月からの有害鳥獣駆
除資格取得の為、県射撃場で的当て
に行ってきました。中心に当てる
事が出来、一安心しました。本日は
ロータリーの友2月号を紹介させて
いただきました。

倉繁　　裕 北京オリンピック、日本のメダル獲
得数も18個と記録を伸ばし、目覚ま
しい活躍をTVで見る事が出来まし
た。特にカーリング女子競技は、世
界の実力伯仲の中で見応えがありま
した。世界のスポーツで日本の存在
感が向上して何よりです。

秋元ゆかり 皆様こんにちは。先日、ロータリー
クラブワールドゴルフカップに参加
させて頂きました。お天気も良くと
ても楽しいゴルフでした。

宮本　茂一 藤代会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいます。バレンタインのチョコ
レートありがとうございます。

秋元　直樹 小幡会員 ロータリーの友の紹介、
藤代会員 会員卓話ありがとうござ
いました。

荒井潤一郎 冬季オリンピックもまた感動を頂き
ました。

福島　大介 藤代会員、会員卓話ありがとうござ
いました。

隈元　雅博 藤代会員、貴重な卓話をありがとう
ございました。これからもロータ
リー活動を頑張ります！

遠田　祐治 オリンピックが終わりましたが、ウ
クライナが心配ですね。何とか戦争
は避けて欲しいですね。

内山貴美子 北京オリンピック終わってしまいま
したネ！今回のオリンピックはメダ
ルよりも自分の可能性に挑戦するア
スリートとしての多くの若者に感動
させられました。最後の閉会式の時
も、皆で誰ともなく手を繋いで輪を
作り、まるでロータリーの「手に手
をつないで」で終わる時のようで心
暖まりました。

平野　寛明 藤代会員、これからもご指導の程よ
ろしくお願い致します。


